
2013 2度ミディ

順位 選手名 犬名(呼び名） 犬種 ポイント

1 町山 佳彦 ライナ シェットランドシープドック 86.86
2 白澤 奈緒美 れお ジャックラッセルテリア 84.09
3 屋代 寿恵 パラ All Japanese 82.45
4 坂井 栄一・てる美 ベンジャミン All Japanese 76.59
5 山田 香 ルンバ 柴 74.91
6 大瀧 雅寛 スック シェットランドシープドッグ 71.91
7 柴 恵子 アクア シェットランドシープドッグ 71.18
8 蔭本 さおり ベルナ イタリアングレーハウンド 70.27
9 臼井 くみ Ａｌｌｏｒｏ（アローロ） シェットランドシープドッグ 69.95

10 東方 郁子 ルナ コッカプー 66.91
11 北 いづみ プー太郎 コッカプー 46.68
12 上田 薫 寅次 All Japanese 44.77
13 藤川 浩彦 Ｔｉｂｅｒｉｕｓ（ティベリウス） 柴 43.45
14 佐野 真理子 ぷー ジャックラッセルテリア 40.18
15 佐藤 孝也 飛鷹（ひだか） ウェルシュコーギーカーディガン 37.86
16 清水 京子 エルデ ジャックラッセルテリア 37.82
17 山本 睦子 メープル All Japanese 36.36
18 山口 有紀子 ラッシュ シェットランドシープドッグ 35.91
19 佐藤 忍 りん 柴 34.00
20 永井 尉登 ないろ 柴 33.09
21 常信 麻紀子 良曲（りょうま） イタリアングレーハウンド 32.18
22 武田 章裕 ビン ミニチュアピンシャー 31.09
23 国方 幸枝 しずく シェットランドシープドッグ 29.73
24 田辺 文一 Ｒｏｕｇｈ（ラフ） トイプードル 28.23
25 藤野 扶季子 リュカ ミディアムプードル 25.45
26 谷 和雄 シルフィー イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル 25.00
27 片桐 哲也 華子 柴 24.18
28 砂森 聡 モジ ジャックラッセルテリア 23.64
29 山田 真弓 ティアラ シェットランドシープドッグ 21.36
30 大場 聖子 リズモ ビーグル 21.27
31 中野 さとみ ビスコ イタリアン・グレーハウンド 20.55
32 京野 梨恵 モジ ジャックラッセルテリア 19.09
33 古川 木綿子 ミシュラン チャイニーズクレステッドドッグ 18.91
33 市村 陽子 クローバー トイ プードル 18.91
33 松本 義央 フレア トイプードル 18.91
36 松井 ひろ子 ミリア プードル 17.59
37 河中 章宏 麦 柴 17.45
38 山口 美代子 迅（ジン） シェットランドシープドッグ 16.36
38 木曽 愛子 イッセイ キャバリアキングチャールズスパニエル 16.36
40 向本 彩子 ごま 柴 15.64
41 佐々木 美穂 リュウ 柴 15.55
42 小松 宏之 響 ミニチュアプードル 14.59
43 飯田 直行 ブッチ コッカプー 14.55
44 臼澤 希代子 ファル コイケルホンディエ 14.55
44 藤原 櫻胡 葵（あおい） イタリアングレーハウンド 14.55
46 谷垣 操 サラ シェットランドシープドッグ 14.45
47 吉田 綾子 リコ コイケルホンディエ 14.18
48 関谷 桂 メル シェットランドシープドッグ 12.73
48 小島 幸子 つくね ビーグル 12.73
48 松尾 亜弥 ミュウ ミニチュア・シュナウザー 12.73
51 中郷 直子 ベリー ビーグル 11.64
51 辻本 恵子 グレイス イングリッシュコッカースパニエル 11.64
53 中西 萌 メープル All Japanese 10.91
54 山田 昭子 オーリー コイケルホンディエ 8.91
55 向本 彩子 らんらん 柴 8.73
56 中西 萌 ミリア プードル 7.64
57 齋藤 晴美 ルカ ボストンテリア 6.82
58 児玉 アキ イブ ジャックラッセルテリア 6.36
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59 芹澤 真紀 疾風（はやて） ミニチュアピンシャー 6.14
60 高城 弘美 クッキー 柴 5.45
61 佐藤 忍 ふう 柴 4.36
62 瀧中 理子 まーく シェットランド・シープドッグ 4.09
62 蓬郷 泰宏 蓬郷ピノ ジャックラッセルテリア 4.09
64 松尾 智子 メイ ミニチュア・シュナウザー 3.27
64 藤山 泰子 ラン All Japanese 3.27


